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災害看護報告・記録

東日本大震災の看護活動の報告
2013年自主主任研修会 地域連携について学ぶ・災害看護を学ぶ

2013年10月24日（木）13：30 ～ 14：50 ／勤医協中央病院セミナールーム
参加者：主任看護師27人

災害看護教育を策定するワークショップに参加

　私は、2009年から2013年まで、札幌市立大学看護学部太田晴美

講師の「日常看護と災害看護のつながりを意識できる災害看護教育を

策定するワークショップ」に参加しました。

　当時救急部門で師長をしていた私は、救急部門に求められる役割で

ある災害看護を学びたいと考えていました。このワークショップには、

勤医協中央病院、勤医協札幌病院、手稲渓仁会病院、札幌社会保険総

合病院、市立札幌病院、苫小牧の王子総合病院から災害看護に興味・

関心のある看護師が集まっていました。

　2段階のワークショップを5年かけて学ぶものでしたが、1段階目

が終わったのは2011年の1月。その翌々月の3月11日の14時46

分に東日本大震災が発生しました。

　テレビでは街が津波で流されている映像が繰り返され、見ているだ

けで恐怖を感じました。本当に恐ろしいことが起きたと思いました。

12日は休日だったため、私は外出していました。携帯電話が鳴り出

てみると、現地派遣要請の打診でした。

東日本大震災の支援に参加して
ベッドコントロールセンター 澤田幸子 副看護部長

災害看護は日常看護の延長線上にありました

▼3月11日14時46分	 東日本大震災発生

▼3月12日11時30分	 現地派遣要請の打診

▼3月13日	 ワクチン接種、支援物資準備

▼3月14日 8時00分	 勤医協中央病院からの災害支援隊第1陣

として現地へ出発（医師2人・看護師2人）

被災地へ出向いた派遣看護師
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被災地への派遣要請に恐怖と不安

　電話から聞こえてきたのは、「今回の震災に対して、うちの病院で

支援活動を考えていますので、一旦報告しますね」という小澄副看護

部長の声でした。

　その2時間後、「正式に災害支援に派遣することを決めた。救急部

門から行ってもらいたい。澤田さん行って」と名指しの派遣要請があ

りましたが、私には責任を果たせる自信もなく、不安と恐怖ばかりが

頭をよぎり、「行きたくない」と答えました。

　さらに数時間後、加地総師長から電話がありました。私が「やっぱ

り行きたくない」と言うと加地総師長は「そうだよね。あんな映像見

たら誰だって怖いよね。行きたくないと言う人に無理に行かせるわけ

にはいかないよね」と、私の気持ちに理解を示し、不安な心に寄り添っ

てくれました。

気持ちを理解してもらえたことで冷静に

　自分の気持ちを伝え、理解してもらえたことで、私は不安が軽減し

冷静になれました。振り返ってみると、このときの会話が自分の背中

を押したのだと思います。そして、「誰も行かないなら自分が行くし

かない」と覚悟しました。

　当時救急のスタッフに災害看護に関心を持っている5年目の看護

師がいました。電話をしたら、「1人じゃ嫌だけど2人だったら行く」

と言うので一緒に行くことを決めました。

　実は以前、私は看護協会の災害看護研修を受講し、災害支援ナース

に登録する機会がありましたが、断っていました。災害看護には関わ

りたくないというのが本心でした。

　そんな私が、被災地へ行くことを決意できたのは、上司が自分の不

安を理解してくれたことと、札幌市立大学のワークショップでの経験

があったからだと思います。私はワークショップを通して、災害看護

は特別なものではなく、普段の看護実践で問題ないということ学んで

いました。このことから、災害看護が漠然とながらイメージできまし

た。

　看護師派遣は1人の予定でしたが、加地総師長の調整の結果、医師

2人と看護師2人で3月14日に出発しました。

高速SAでパンを2 ～ 3日分購入し、現地へ

　14日の朝8時の便で千歳を出発し、東京経由で現地へ。東京で食

料を調達しようと思い、コンビニに行くと、すでに食料品はありませ

前日に病院でワクチンを打ち、血圧計、ス
テートなどの物資を準備し終えたところ
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んでした。残っていたのは、パンと水くらい。そこで、高速のパーキ

ングエリアに立ち寄り、パンを2～ 3日分購入しました。現地に到

着したのは20時30分でした。

　支援に入ったのは、塩釜市にある坂総合病院です。市内を車で移動

しましたが、地震の影響が全くない地区もあれば、瓦礫の山になって

いるところもありました。信号は機能していませんでしたし、道路も

波をうっていて変形していました。ガソリンスタンドの前に車の列が

100メートルほど連なっていましたが無人でした。多分、給油に来

たけれどガソリンが底をついてしまったのだと思います。

1日だけで236人の患者さんが受診

　私たちは翌日の15日からの勤務ということで、その日は休みまし

た。勤務は14日から18日の4日間で、24時間2交代制でした。9

時～ 21時、21時～ 9時という勤務は正直きつかったですね。坂総

合病院の看護師さんたちを中心にチーム編成され、私は中・軽傷者の

患者さんを受け入れる黄色ブースに勤務しました。

　黄色ブースは、リハビリ室にマットを敷いた55床です。災害後に

自宅に帰っていないという看護師さんも何人か一緒に働いていまし

た。4日後に初めて自宅に帰ることができたという看護師さんもいま

した。15日は1日だけで236人の患者さんが坂総合病院を受診し、

黄色ブースには74人の外来患者さんが来ました。その後も1日平均

60～ 70人くらいの患者さんが受診をしていたと思います。近隣の

病院が機能停止状態になったために坂総合病院に患者さんが駆け込ん

でくる状況でした。

　患者さんの内訳は

●在宅酸素の患者さんが停電で酸素が使えなくなった

●避難所でオムツを交換されるのが嫌で水分を控えていたら脱水に

なってしまった

●津波で家が流され内服薬がなく持病が悪化した

●ストーマの患者さんが交換する物品がなくて垂れ流しの状態になっ

た

●余震や津波の不安から恐怖症状、呼吸苦が出現した

……などが主でしたが、日々患者層が変わりました。

　17日、18日くらいからは避難所にいる高齢者の低体温や肺炎、小

児の肺炎が増えました。下痢や嘔吐といったインフルエンザなどの流

行性感染者も増えてきた時期に、私たちは帰ってくることになったの

ですけれど……。

塩釜市内

坂総合病院での様子

医療者全員参加で行う朝8時20分のミー
ティング
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寝袋で寝て、トイレで着替えて、担当ブースへ

　私たちが寝起きする場所は、病院旧館の8階。暖房が故障し寒かっ

たですね。さまざまな時間帯で勤務している医療者が出入りするので、

常にざわついていて、寝たという気があまりしませんでした。毛布を

敷いて、その上に寝袋を使い横になりました。

　食事はパーキングエリアから買ってきたパン。その後は院内の炊き

出しが始まり、だんだん美味しいメニューになりました。本来、炊き

出しは他県民の人たちは遠慮すべきなのですが、いただきました。と

ても美味しかったです。余震は震度4、5が頻発していました。1回

は途中まで逃げかけました。お風呂はないので、トイレで着替えをし

て寝床へ向かうという生活でした。

災害看護集団はやっぱりすごい！

　今回の災害看護で実感したのは、「災害看護集団はやっぱりすご

い！」ということ。全国の民医連から駆けつけたメンバーはさまざま

なキャリアの持ち主で、2年目から5年目の看護師さんや主任さん、

師長さん、看護部長さん。初めて顔を合わせて、チームを組んで、患

者さんのケアにあたったのですが、自然とチームワークがとれました。

私は普段管理職として人を動かしていましたが、災害看護のチームで

も通常と同じ役割を担いました。なので、私が現地でやっていたこと

は、患者のケアをしながらも主に2年目、3年目、4年目の看護師に「あ

れやって、これやって」と指示することです。支援に来ていた看護部

長さんは、私に指示を出す。そういうリーダーシップ、メンバーシッ

プが有効に機能する組織が非常に短時間の間に整えられ、良好に運営

されたことに驚きました。

　また、被災者の方に随分と励まされました。被災者の患者さんは「ど

こから来たの」と聞いてくれます。「北海道から来ました」と言うと「本

当に来てくれてありがとう。あなたたちの支援で本当に励まされます」

と言うんです。その患者さんは家も全部流されて、首まで波に浸かっ

て、なんとか這い上がってきたそうです。そんな患者さんが、自分た

ちのわずか4日間の支援に感謝してくれている。それが、当時の私の

原動力になりました。

日常看護 ≒ 災害看護

　看護協会でもワークショップでも災害看護の勉強をしましたが、「自

分のまわりで災害は起こるはずない」と思っていました。しかし、災
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害看護の体験で、災害は起きるものだということを実感しました。私

は今、家に災害グッズを用意しています。災害があったときに持って

逃げられる必要最低限のものをリュックに入れています。

　そして、災害看護も特別なものではありませんでした。自分たちが

日常実践している看護の延長線上でした。それが今回の支援活動で、

自分の中で概念化できました。しかし、支援に行って満足感はありま

したが、達成感は得られませんでした。それは、ケアの途中の患者さ

んを残して戻らなければならないことなど、気にかかることが多いか

らだと思います。

　災害支援を終えて参加したワークショップで「支援活動を通して感

じた自分の思いの変化を絵にしなさい」という宿題が出されました。

私は「いざという場面では心の中で勢いをつけて、自分の実践能力（技

術、知識、コミュニケーションスキルなど）を爆発させ行動する」を

表現してみました。

　災害看護で求められるのは、日常の看護経験。どんな被災地でも日

常看護の力が問われることを皆さんに報告したいと思います。　（了）

派遣看護師を送り出すという初めての体験

　私は、澤田さんを送り出した看護管理者の立場でお話します。澤田

さんだけではなく、その後も6人の看護師さんを被災地へと送り出し

ました。実は私にもいろいろな感情や葛藤がありました。

　澤田さんを送り出したのは、東日本大震災が発生して3日後です。

私自身に災害看護の知識や経験がありませんでしたので、札幌市立大

学の太田晴美講師からのアドバイスを受けながら、派遣看護師のサ

ポートを行うという初めての体験でした。

被災支援に派遣した看護師へのサポートと
2年後のフォロー
小澄悦子 副看護部長

日常看護で身についている能力は
どんな場面でも使えます

被災地に送り出した看護管理者
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管理者としての戸惑い・不安・心配

　私たちの病院は、全日本民医連の声明を受け、被災地への看護師

派遣を決定しました。最初の方針は「3月14日から1週間程度、看

護師1人を派遣する」ということでした。候補者は3人いました。澤

田さんとICUの信田さんが、札幌市立大学のワークショップワーク

ショップに参加していましたし、澤田さんと一緒に行ってくれた救急

の佐藤さんも災害教育を受けたことがあることを私たちは把握してい

ました。

　「澤田さん行って」と電話をしたのは私です。スタッフ看護師を派

遣するわけにはいかない。よくよく考えて澤田さんしかいないと思い

要請しました。1度は断られましたが、最終的には澤田さんと佐藤さ

んの2人を第１陣として送り出すことになりました。

　派遣者にワクチンを打ち、登山用の大きなリュックに医療材料をビ

チビチに詰め込んで持たせて送り出しました。もちろん、被災地へ向

う本人たちが一番不安で辛かったと思いますが、実は送り出す側も相

当不安でした。「もし何かあったらお母さんに何て言ったらいいんだ

ろう」と。2人の看護師が出発した後、自分の心が不安で揺れ動くの

を感じ、何かできることはないのかと考えていたとき、思い出したの

が札幌市立大学の太田先生でした。

　太田先生とは面識があったので、すぐに電話を入れました。そして、

最初に言われたのは「もう行っちゃったの」という言葉。タイミング

が遅いと叱られているんだと感じました。先生は派遣前準備として災

害看護についての知識を伝える必要があることや、行っている間や帰

任後のサポートのこと、送り出す側の体制について教えてくださいま

した。

第1陣のフォローは混乱続き

　澤田さんが支援に入った坂総合病院は、近くまで津波が来ていた場

所です。診療圏内にたくさんの被災者の方がいました。澤田さんが行っ

ている間に私が行った支援はメールのやり取りでした。「どんな活動

内容ですか」とか「体調はどうか」という確認メールを、1日に1回

くらいのペースで送信しました。

　さらに、「帰任後2日間を休日にしたから、その間に任務中の話を

聞く機会を作らせてね」と伝えました。第１陣が無事に帰ってきたこ

とを直接確認したいという上司の意思で、帰任したメンバーを空港へ

迎えに行き、病院まで来てもらい『任務お疲れ様でした』という横断

幕で労いました。しかし、それを見た本人たちは「すごく嫌だった」と。

それで、そんなことはしてはいけないのだと学びました。

　現地で支援しているときのストレスはかなり高かったようで、帰っ
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てきてから少しの間は眠るのに薬が必要な状態だったと聞いていま

す。戻ってからも、目の前に広がっている現実が被災地とあまりにも

違うというギャップを感じ、それがさらにストレスとなっており、支

援者も二次的な被災を受けていることを知りました。そして、送り出

した私も非日常の体験によるダメージがあり、第三次の被災者なのだ

と感じました。

第2陣以降は、計画的なサポートを実施

　第2陣の希望者を募ったところ21人が手をあげました。その中か

ら6人を2人ずつ派遣しましたが、太田先生の力を借りながら、派遣

前教育、出発前オリエンテーションなど、いろいろなサポートを実施

することができました。

　第１陣と同じように必要な物品を渡しましたが、最初のときはすご

く慌てていたので、とても大きい登山用のリュックを澤田さんに持た

せましたが、「他の人は皆キャリーバッグで来ていたよ」と聞いて、

リュックはキャリーバッグになりました。

　持って行く荷物は最低限度に絞り込み、派遣先のスケジュールやど

んなふうに現地に入るか、現地での生活はどんなものかなど、なるべ

く具体的なことを事前にオリエンテーションしました。

　現地に行っている間は、邪魔にならない程度に携帯メールで状況の

確認を行いました。そんな中、夜の11時ころに現地で震度5の大き

な余震が発生しました。私は家にいて、もちろん地震があったのは分

かっていましたが、何も行動はしませんでした。そこに太田先生から

電話がかかってきて、「安否確認しましたか」と聞かれて、「そっか、

安否確認しなければいけないんだ」と。連絡をしたら「不安に過ごし

ていましたが、皆大丈夫です」とのことで、私も安心したというやり

取りもありました。派遣している間のフォローの仕方を、こうした実

体験で学びました。

帰任後の受け入れ環境に配慮し心のケアを

　帰任後には第１陣と同じように、複数で一緒に話を聞くというよう

な関わりをしました。

　現場の管理者にスタッフへの周知としてお願いしたのは、「帰任し

た看護師が被災地での看護活動に満足しているとは限らないというこ

とを理解して欲しい」「皆から同じことを何回も聞かれると嫌だろう

から聞き過ぎない配慮をして欲しい」という2点でした。派遣看護師

には、「報告会をやってね。送り出した人も支援者の一員だから、そ

こを労ってね」と伝えました。
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　第2陣以降の看護師派遣で確認したのは、事前の派遣前教育やオリ

エンテーションで気持ちの準備ができたことや、災害活動支援中は毎

日行われていたミーティングの中で気持ちの整理ができたことなど。

その結果、眠剤を服用することもなく全員がスムーズに職場に復帰す

ることができました。

　派遣看護師の報告会は各現場の中で1～ 2週間以内に行っていた

だきました。「不用意な質問はストレスを増大させ、公の場での報告

は精神面の安定につながる」という報告がされている看護研究があり、

報告会の意義を確認することができました。

派遣前教育
担当 災害看護（教員）

・看護管理者

時期 派遣前まで

対象 派遣希望者全員

内容 災害看護の基礎知識
・現在の被災地の状況
・CSCATTT
・時期に応じた看護活動

心の準備・事前に家族との話し合い

ストレス対処法

仲間への相互援助を理解してストレスに備える

帰任後フォロー
担当 災害看護（教員）・看護管理者

時期 帰任1～ 2日目

対象 帰任した看護師6名

内容 支援先での出来事や感じたことを自由に話す
（メモは取らない）

報告会開催の準備について

準備した状態で話す

部署へ戻った後、スタッフとのかかわりについ
て

出発前オリエンテーション
担当 看護管理者・事務担当者

時期 出発2～ 3日前

対象 派遣看護師6名

内容 必要物品に関すること
個人装備物品受渡（病院準備品）

派遣スケジュール、交通手段、集合時間の確認

派遣先の状況、派遣看護師の生活環境の情報提
供

派遣メンバーの交流

部署への教育
担当 災害看護（教員）・看護管理者

時期 派遣看護師の帰任前

対象 部署の管理者

内容 帰任者の状況、看護活動に満足しているとは限
らない

本人が話したがらない場合、活動ついて聞きす
ぎない

送り出した人も間接的な支援者である

派遣メンバーの交流

2年後のフォローの機会を得て

　そして、2年後の2013年3月16日。当院を会場に行われた災害

看護の看護研究発表会に、支援活動を経験した看護師が5人参加して

くれました。看護研究発表を聞いた後に派遣看護師が「災害支援を経

験して思うこと」「2年経ってどんなふうに感じているか」というこ

とを話してくれました。

　その内容は「仕事を続けることに迷いがありましたが、支援活動が
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仕事を続ける決心となった」「2年経って支援活動を振り返り、災害

看護に興味を抱いた」「あのときの被災者さんが今どうしているか気

になっている」「支援活動に満足感や達成感はなかった」など。皆そ

れぞれの思いを涙が出てくる状況で話してくれたと聞いています。残

念ながら私はその研究発表会に参加出来なかったのですが、派遣看護

師から、「思いを共有できる場が定期的にあればいいな」という声も

上がっていたそうです。

　2年後の語りから見えたのは、災害活動の経験が仕事を続ける決心

につながったり、災害看護を学びたいというきっかけになっていたと

いうポジティブな変化です。ポジティブになれなくても、他者に話す

ことで癒されたり楽になったりすることが分かりました。

一人ひとりが災害看護への理解を深めるために

　まとめとしては、災害支援前の教育やオリエンテーションに始まる

一連のフォローや教育活動は重要なサポートであること。帰任後の報

告会は精神面の安定につながること。1年目も2年目以降も継続的に

討論の場をもつ必要があるということが、今回の体験で確認できまし

た。

　kotobankによれば、災害とは「人間および人間社会になんらかの

破壊力が加わって、人命が失われたり、社会的財産が失われることに

よって、それまでに構築されてきた社会的均衡が崩れること」だそう

です。『災害看護』の書籍で述べられている「災害時の現象」は、

●物資の不足が起こり、限られた資源をどう利用するかが問われる状態

●発生した傷病者に対して、対応できる医療者が少ない状態

●自分が持っている知識や技術というのを総動員しなければいけない

状態……とあります。

　時間の経過とともに状況は刻々と変化していくので、変化する状況

に柔軟に対応する必要があります。もし、自分が被災者になった場合

でも、医療者として被災者の支援をしなければならない。いろいろな

葛藤や制限がある中で、自分の役割を果たすために力を発揮するのは

大変なことだと思います。

　今回、非日常の体験であった「支援者を送り出すプロセス」を振り

返ってみると、

①派遣看護師の人選

②任務の依頼

③依頼した人が任務をどう捉えているかの確認と支援の調整

④準備を整え送り出す

⑤任務中の支援サポート

⑥帰任後のフォロー
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⑦任務終了者の継続的なフォロー

⑧自分が行ったことのまとめ、共有、課題の明確化

であったことが整理できました。

　今、私が認識している課題は、災害看護というものに対する理解を

私たち一人ひとりが今よりも深めていく必要があるということです。

それが災害の備えになると分かったので、これから院内での災害看護

教育を推進する計画を立てています。

身についている能力は、どんな場面でも使えます

　今回、私が経験した非日常＝災害支援に看護師を送り出すという看

護管理の一連のプロセスは、いつも皆さんが日常実践していることで

す。例えば、新人を受け入れて教育をし、少しずつ看護ができるよう

支援し、過程の中で課題があったら、それを改善するために計画を立

てる。誰かにリーダーをお願いしたら、相手の状況を確認し、役割を

果たせるよう支援する。普段、普通にやっている当たり前なことでし

た。災害時も日常も看護管理のプロセスになんら変わりがないという

ことです。

　では、災害への備えで何をすべきか。最初に取り組んでいただきた

いのが、一人ひとりが生活者の立場で災害の備えをすることです。澤

田さんは、災害グッズを準備しているそうですし、私も週に1回、水

のペットボトルを買い換えるようにして、水を常時備えています。ポー

タブルストーブは冬までの購入を予定しています。個人として万が一

に備えておくことが大事だと思います。

　また、皆さんは、看護を実践する看護チームのリーダー的立場にい

ます。目の前にいる患者さん一人ひとりのケアを日々大事にして、自

分やチームの課題があればそれを克服するために学習したり、研究し

たり、振り返ったり、そういう活動を丁寧に実践することを大切にし

てください。身についている能力はどんな場面でも絶対に使えます。

ところが、身についていない能力は絶対に使えません。

　私は災害看護に対する知識がなかったので、第1陣の派遣では十分

なオリエンテーションができませんでした。なので、知識のある人に

相談しました。皆さんも自分のセクションの中にどんな知識や能力を

持っている看護師さんがいるのかを把握しておいてください。それぞ

れが持っている得意な力を普段から把握し、必要なときには発揮させ

ることができるようにイメージしておくことも大切です。
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自分の役割を意識し、自己研鑽を続けましょう

　皆さんは看護の実践者であり管理者です。自分の役割を理解し、意

識的に行動し、実践能力を高める必要があります。意識的にその場に

合わせて能力を使えるように、自己研鑽を重ねましょう。

　病院の中でも日常的にプチ災害が起きています。2、3年前に実際

にあったことですが、高校の野球部の合宿中に食中毒が発生しました。

20人あまりの生徒が夕方4時に病院に運ばれてきましたが、皆さん

はどうしますか。

　日直の主任さんが困って私のところに電話をかけてきました。私も

すぐに回答がみつからず、須田部長に連絡をしました。そうしたら、「も

うすぐ夜勤さんが来るでしょ。日勤さんを少し残業させて体制を整え

ましょう」と。夕方4時なので人がだぶる時間帯ですよね。落ち着く

まで日勤さんに働いてもらうことで解決しました。限られた人材で、

ほかに影響を与えずに対応ができる方法でした。

　こうした院内のプチ災害に、これから出会うことがあると思います。

限られた資源の中で人をどう活用するか、持てる知識を総動員して考

えたり、自分で考えられないときには誰かに相談したり。臨機応変に

対応ができるようになるためには、いろいろなことに挑戦し学ぶこと

も必要です。それが、看護師として、主任としての実力を高めること

になると思います。

　自分の役割というのを意識しながら、自己研鑽を続けましょう。そ

れは、日常看護でも、万が一の災害看護にでも役に立つ素晴らしい能

力になります。　（了）


